
※2017年5月16日（火）時点の登録情報 ★＝トリプルエントリー

W＝ダブルエントリー（TT:タイムトライアル、HC：ヒルクライム、ED：エンデューロ）

◆4時間エンデューロ　男子・ロード　ソロ

No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

101 （株）芦原楽器自転車部 芦原　健

102 安宅　克昭

103 石川　琢麻

104 CYCLE WITCHES 石田　和也

105 石野　佳史

106 W（HC・ED） 板子　佑士

107 新湊自転車倶楽部 猛虎会 板林　勇樹

108 W（HC・ED） 一ノ瀬　亨

109 今村　仁

110 ★ 岩本　朋大

111 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾀｶｵｶ 上野　光市

112 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｶﾅｻﾞﾜ W（TT・ED） 内山　尚之

113 t-head racing W（HC・ED） 梅田　善愛

114 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｶﾅｻﾞﾜ 江尻　大悟

115 capo cassano ★ 及川　裕和

116 Panabishi 大来　英之

117 ﾘﾎﾞﾙﾊﾞｰ W（HC・ED） 大西　裕司

118 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｶﾅｻﾞﾜ 尾崎　一平

119 ﾁｰﾑ･ｱﾚｯﾀ 小田　圭一

120 Max speed97 ★ 利見　昇

121 W（TT・ED） 金森　透

122 亀山　隆志

123 MAX SPEED 97 ★ 河合　博志

124 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾀｶｵｶ 北川　和裕

125 チームK ★ 北田　耕大

126 北留　克俊

127 アイスルック 木本　真之

128 太陽光 W（HC・ED） 久保　智宏

129 後藤　俊規

130 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾀｶｵｶ 小場　健太

131 プリンスロード 斎藤　武博

132 パワーキック 崎山　北斗

133 澤田　和成

134 石野商会Loser 's Howl 三納　圭之輔

135 tondemo club W（TT・ED） 塩村　太

136 嶋田　充啓

137 嶋津　育雄

138 パワーキック 杉本　啓樹

139 清酒　浩貴

片山津温泉　柴山4時間エンデューロ

選手リスト



No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

140 チームSoga W（HC・ED） 曽我　征彦

141 幻想郷自転車倶楽部 高柴　元

142 高田　真吾

143 TM RACING 玉虫　清孝

144 ﾘﾝﾘﾝｸﾗﾌﾞ・ﾌﾟﾘﾝｽﾛｰﾄﾞ ★ 田村　功司

145 田本　雅彦

146 SAKAI★RACING 田山　秀嗣

147 辻井　理

148 筒路　登志男

149 プリンスロード 寺井　賢一

150 特機ちゃり部 ★ 富田　岳史

151 チーム・レグルス W（TT・ED） 富田　浩盟

152 ISnet 永井　辰雄

153 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｶﾅｻﾞﾜ 中島　清

154 中嶋　鉄男

155 MTT 中嶋　学

156 tondemo club 中田　博之

157 中出　大

158 桑島自転車店 W（HC・ED） 中野　和彦

159 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｶﾅｻﾞﾜ 中村　聖一

160 o-racing 錦織　暁人

161 北陸電力 西野　輝之

162 西村　宇平

163 チーム２４６R 西村　勝仁

164 balba金沢 西村　俊宏

165 ★ 馬場　治生

166 ISnet　Fukui 林　宏憲

167 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞｶﾅｻﾞﾜ 原　祐輔

168 大同工業 東出　康義

169 パワーキック チーム還暦 平田　昌之

170 地元帰省チャレンジ ★ 平野　慎介

171 つちのこ探検隊 藤川　光利

172 bフクイ　藤澤洋平 藤澤　洋平

173 藤原　禎嗣

174 前瀬　和顕

175 桝田　幸太郎

176 俣田　信一

177 TCC-SPEED通勤高速 ★ 的場　勝仁

178 三澤　義明フィリップ

179 水本　栄治

180 三村　匡ヨウ

181 ミヤノレーシング ★ 宮崎　真人

182 宮田　健二

183 鉄人倶楽部 宮野　翔吾

184 ﾄﾝﾃﾞﾓｸﾗﾌﾞ 宮本　順平

185 ネイバーズ・パワーキック ★ 宮本　光則



No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

186 パワーキック 村松　義規

187 百津　幹太

188 森川　明

189 SAKAI★RACING 森本　浩祐

190 常盤台中学自転車部 森本　潤

191 北陸電力株式会社 森山　達朗

192 柳下　正紀

193 W（HC・ED） 山　英則

194 山口　正弘

195 W（HC・ED） 山下　重幸

196 木更津三中 W（HC・ED） 山田　吉彦

197 ﾊﾞﾙﾊﾞｸﾗﾌﾞﾀｶｵｶ W（HC・ED） 山本　健治

198 TEAM 智錬 W（TT・ED） 横山　秀人

199 ISnet 吉田　裕太

200 若宮　秀平

201 番口　信一

202 アストリション 盛岡　正男

203 W（HC・ED） 西野　雅幸

◆4時間エンデューロ　女子　ソロ

No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

301 バルバクラブカナザワ 石川　千代

302 パワーキック 及川　久恵

303 リボルバー W（HC・ED） 大西　由美

304 DU BON TEMPS ★ 岡田　香織

305 墨谷　ゆう子

306 福井鉄人会 高田　里美

307 福井鉄人会 岡田　裕美

308 love me tender ★ 藤原　里絵子

309 W（HC・ED） 室石　まどか

310 山崎　友里

311 トンデモクラブ 吉田　幸代



◆4時間エンデューロ　男子・ロード　チーム

No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

401 石沢クラブ 所村　享志 石沢　挑 ヤングライダーの部

402 HS-1 平野　祥二 関戸　宏憲

403 おはようRC 福岡　直 福岡　碧

404 唐揚げレーシング W（HC・ED） 高畠　碧人 三輪　達也 ヤングライダーの部

405 ガラクタ 坂田　俊明 砂山　和義 フォーエバーヤングの部

406 QUIERO BANO 古木　大樹 河合　雄一郎 企業対抗の部 株式会社　クボタ

407 自転車道（リハビリ組） 相馬　有作 今泉　貴志

408 シンジョーズ・チーム記憶なし W（TT・ED） 清水　健一郎 三谷　長生 フォーエバーヤングの部

409 SPEEDSEVEN 松木　勝弘 桑田　直樹

410 SPEEDSEVEN 吉崎　文彦 田原　英樹

411 SPEEDSEVEN 河田　克 萱森　康浩

412 SPEEDSEVEN 田中　祐樹 寺崎　浩征

413 SPEEDSEVEN 金森　浩 鹿熊　浩貴

414 dynamo W（HC・ED） 渡辺　竜治 W（HC・ED） 笠嶋　祐介 ヤングライダーの部

415 Hawk&Toru; ★ 西出　孝則 南出　徹

416 たにポン‘ｓ 谷村　兼太郎 ★ 谷村　晟宰

417 ADS2SCUDERIACOLNAGO 三箇　健一 古岡　和也

418 チームT2 森本　響介 森本　健太郎 ヤングライダーの部

419 T-HEAD Racing2 福本　晃治 江下　浩司

420 ちゃりんずboy   (^o^)v 藤安　弘幸 成瀬　智哉

421 TSURUKEN W（HC・ED） 鶴越　慎太郎 本城　賢太 ヤングライダーの部

422 デュポンタンB 吉野　弘規 田辺　真一

423 トラ・トラ・トラ 中井　雅彦 中井　太雄

424 ノースショア 辰巳　裕次郎 元庄矢　崇仁

425 ハッピースクエア 櫻井　則彦 油谷　浩規

426 パン工房　バビロン 村田　孝幸 中田　武良 企業対抗の部 パン工房　バビロン

427 bフクイ　インテリ W（HC・ED） 長谷川　誠 宮本　康弘

428 bフクイ　寺口鉄治 寺前　鉄也 水口　勝治

429 bフクイ　よっちゃん&こうちゃん 京田　晃治 水間　義光

430 山中整骨院 山中　利美 五十嵐　芳宏 フォーエバーヤングの部

431 ラ・トータス　Bチーム 館野　優駿 石間　克郎

432 LoveMeTender!? W（TT・ED） 殿村　和也 北川　利尚

433 LoveMeTender!? 八木　圭一朗 新出　洋

434 リボルバーA 池田　和弘 W（HC・ED） 浴本　年博

435 リボルバーB W（HC・ED） 中田　昌幸 渡辺　雅俊

436 ISnet Fukui 福田　行宏 石川　孝仁 長谷川　貴士

437 アスリートレーシングクラブ 青木　和成 羽深　勇基 前田　拓真 ヤングライダーの部

438 アボカド学園自転車部 正木　涼也 油井　航平 大内　涼雅 ヤングライダーの部

439 アレッタ・へたれ部 越野　信幸 東野　健一 畑中　美佐男 フォーエバーヤングの部

440 HC LOBSTER W（HC・ED） 戎　清隆 W（HC・ED） 大田　誠二 W（HC・ED） 山本　大樹 企業対抗の部 長谷工コーポレーション

441 エスポチャリ部 俣本　英寿 瀬戸　雅規 栗林　隆

442 ENG Team K 森口　豪允 後藤　康文 長谷　健司

443 大西軍団 山本　康裕 水野　康弘 中山　大介

444 ＫＴＣ－Ａチーム W（TT・ED） 橋本　純一 田福　智幸 W（TT・ED） 稲谷　哲志

445 金澤麦酒倶楽部A 冨成　智也 山本　良樹 立野　大地



No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

446 京町一丁目サイクリングクラブ 片山　将希 木村　浩輝 吉田　篤史 企業対抗の部 整形外科　米澤病院

447 KSR自転車部A 山岡　豊治 小原　亮浩 甲斐　寛明

448 KIT RACING 出口　善之 河内　朋也 川原　直人 ヤングライダーの部

449 KSR自転車部B 一本松　篤史 黒本　誠 森田　利哉

450 KKC riders 1 岡田　卓也 澤　康雄 亀田　満 企業対抗の部 ㈱国土開発センター

451 工大土木就職率100% 廣瀬　幸佑 樋口　誠 二村　崚太 ヤングライダーの部

452 GOLDWIN Aチーム 稲垣　慎吾 木村　祐貴 三辺　隆宏 企業対抗の部 GOLDWIN

453 G-FOX南 土手下　義信 中谷　伸一 嶌野　克政

454 ＪＡＣ 喜多　博 木戸　孝 内尾　周平

455 獅子吼塾 室　慎也 W（HC・ED） 佐々木　仁 中澤　賢太郎

456 JAC 谷田　登 藤岡　大介 山沢　栄作

457 JAC 能美　敬一 前田　幹夫 山沢　豊治

458 JKCC-A 丸谷　雄治 W（TT・ED） 東出　孝志 増渕　智康

459 JKCC-B W（TT・ED） 村上　嘉康 W（HC・ED） 北野　敦 W（TT・ED） 八日市　拓也

460 シンジョーズ・ＨＳＭ 西口　幸二 越村　浩史 石崎　京介

461 新湊猛虎会 野村　英隆 米田　誠一郎 豊本　洋平

462 スプートニクA W（HC・ED） 谷井　年久 山崎　雅也 W（TT・ED） 表　寿史

463 CEKAI 中田　拓馬 千合　洋輔 村山　昭宏 企業対抗の部 CEKAI株式会社

464 Sodick Team B 久保　光宏 中本　康博 W（HC・ED） 大塚　計史朗 企業対抗の部 株式会社ソディック

465 たかはしサイクル富山ラ・トータス 土肥　穣 松林　隆弘 W（TT・ED） 森　篤志

466 TEAM D-One 青木　正仁 畠　直樹 宮谷　直人

467 Team Mosaico 武田　卓也 槙　竜也 白石　英光 企業対抗の部 日本メドトロニック株式会社

468 チームK3 越野　勝一郎 志田　謙一 内藤　壽久

469 チームKTH 辻口　修 門田　茂 長谷　久生 フォーエバーヤングの部

470 Team-Ken Burger 武内　佑太郎 濱田　琢仁 川勝　ケン達也 ヤングライダーの部

471 TeamGTO 長平　修一郎 小笹　昌弘 福光　正寛 企業対抗の部 TeamGTO

472 チームダイスケ W（HC・ED） 今井　久悦 秋宗　大介 W（HC・ED） 林口　健司

473 チームびわこぐま 豊岡　秀和 内田　晴康 桐村　寛

474 チームヤマシゲＮｏ１ 長尾　俊樹 水野　勝仁 W（HC・ED） 加島　崇史

475 チームヤマシゲＮｏ３ 今枝　良仁 二ノ宮　慶太 有木　聡

476 THH 廣野　正明 竹内　正勇 長谷川　英範

477 TBC1 鈴木　孝典 川合　孝明 鈴木　孝志郎

478 トンデモ　ダニーズ 梅田　佳宏 細沢　一夫 W（HC・ED） 山本　剛司

479 トンデモツーリング 平村　浩一 松山　孝之 北本　昇平

480 ﾄﾝﾃﾞﾓﾅｲﾅｲ 荒井　啓充 鈴木　悟史 吉野　竜也

481 トンデモニューフェイス 矢島　将光 鷲田　誠 松島　素直

482 ﾄﾝﾃﾞﾓﾆｭｰﾌｪｰｽ 山田　実 西川　由和 門田　俊樹

483 ﾄﾝﾃﾞﾓﾆｭｰﾌｪｰｽ2 徳野　大介 松原　澄 杉浦　公彦

484 ﾄﾝﾃﾞﾓﾌｫｰｴﾊﾞｰﾔﾝｸﾞ 森　宏幸 荒井　啓充 岡田　浩之

485 ﾄﾝﾃﾞﾓﾌﾞﾙｰﾏｳﾝﾃﾝ 青山　成弘 新田　勝則 谷内　啓之

486 ﾄﾝﾃﾞﾓ調子は良ﾝﾄﾞｰ W（TT・ED） 因藤　仁 室住　隆一郎 W（HC・ED） 中村　勝彦

487 仲俺レーシング・Ａ組 笹木　洋之 小田　正城 濱本　義弘 企業対抗の部 （株）エー・エム・アイ

488 ノンデモおやぢ朝練 宮村　優 W（TT・ED） 白石　昌武 ★ 梅田　康之 フォーエバーヤングの部

489 Pai Thinai　1st 亀田　雅彦 任田　清和 山森　孝二

490 パパーズ自転車部 米林　正克 川端　虎雅 萱野　大樹

491 バルバクラブ　タカオカ 多地　直樹 尾山　秋彦 船水　武



No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

492 バルバクラブ　タカオカ 中橋　大輔 西田　圭輔 戸出　吉孝

493 バルバクラブタカオカ 長田　登 棚田　政志 川北　泰臣 フォーエバーヤングの部

494 バルバクラブタカオカ 橘　辰雄 三木　祐一 高畠　昌志

495 バルバクラブタカオカ 中野　智博 大野　大 稲積　宏亮

496 バルバクラブタカオカ 吉田　克英 能登　文哉 作田　和紀

497 フリー素材 ★ 荻原　朋樹 日野　孔輔 小野沢　達

498 プリンスロードがんばる！B 大原　丈昌 木澤　裕 ★ Kelly Jonathan

499 ほくつう自転車部シニアチーム 和田　直己 中村　守利 木下　友義 企業対抗の部 株式会社ほくつう

500 ほくつう自転車部ヤングチーム 大塚　恭司 高橋　直己 巴山　康平 企業対抗の部 株式会社ほくつう

501 MORI BEAR's 田中　久之 山下　耕司　 ★ 辻本　雅俊

502 YDO W（HC・ED） 前田　拓也 W（HC・ED） 面　尚吾 千田　邦央

503 ＹＤＯ 66 北野　伸吾 清水　宏二 村中　雅樹

504 Ride or die ★ 小林　和弘 ★ 中田　秀明 岡本　昌憲 フォーエバーヤングの部

505 りんりんクラブ 渡邊　崇 道下　真也 中本　忠彦 企業対抗の部 石川県庁

506 REDLINE 山下　大晴 原田　大幹 矢沢　諒平 ヤングライダーの部

507 IPU cycling W（HC・ED） 渡邊　瑛勇 W（HC・ED） 講武　亮佑 星野　光司 堀田　隼 ヤングライダーの部

508 イタリアン イケミ1975 池見　真一 大村　貴則 徳木　健二 本田　智之

509 井上3SUNプラス 松田　一記 竹内　竜也 中田　勇一 北口　権一

510 AC可児シックボーイズ 士野　充 杉崎　竜人 三嶋　章吾 岡田　健介

511 エレケアチャリダー 清水　一生 前田　泰 西樂　宰 安西　雄佑 企業対抗の部 エレケア関西

512 KANEKO-Racing ★ 栗山　和也 金子　和廣 矢冨　春雄 旅家　和博

513 ザ・ヒートルズ 三ッ井　大貴 久保田　和樹 上田　大登 澤潟　匠 ヤングライダーの部

514 CL 金森　晃 加藤　幸弘 国奥　裕太 磯部　剛 ヤングライダーの部

515 自転車貴族 元水　智大 鈴木　崇之 W（HC・ED） 小坂　悟 藤田　祐介

516 ジョリーX 橋本　知人 W（TT・ED） 南　優彦 和田　大 棚辺　知宏

517 ジョリーZ 山本　尚義 高田　一輝 上田　真史 森田　圭一

518 しんりょーず 平井　淳 守口　佐一郎 佐々木　裕一 岡　大悟 企業対抗の部 津田駒工業

519 Sodick Team A 津田　裕樹 髙木　圭介 永田　人士 向出　浩也 企業対抗の部 株式会社ソディック

520 チームM-2・50オーバー W（TT・ED） 荒木　充雄 W（TT・ED） 砺波　鉄夫 鳥内　勝己 庄司　織人 フォーエバーヤングの部

521 チームM-2・A W（TT・ED） 松田　健太 W（TT・ED） 小泉　敏一 田中　孝欣 W（TT・ED） 竹島　昭一

522 チームM-2・B 松田　英樹 金子　博文 牧野　雅洋 W（HC・ED） 成瀬　陽

523 チームケンモリA 柴田　信資 羽田　浩 W（TT・ED） 野村　耕三 西野　喜文

524 チームケンモリB 水野　晃宏 堀川　智徳 井関　界人 増田　星河

525 TEAM MODENA G W（HC・ED） 牛上　勝 山根　圭一 川西　利浩 高井　唯人

526 TEAM MODENA H 小林　康博 野々村　博幸 志村　明洋 室木　俊祐

527 TEAM MODENA KIN 小松　直 高村　茂樹 國納　建蔵 山田　公則

528 チームヤマシゲNo2 山田　大嗣 W（HC・ED） 鈴木　靖治 三代　克彦 丸山　恭弘

529 TBC2 伊藤　裕司 野田　洋平 鈴木　規仁 鈴木　利光

530 De・Bande・Rola B 長堀　祈 木下　龍 中野　裕平 坂田　拓

531 TTR 鍛冶　忠和 高崎　倫行 松村　紀明 長井　国雄

532 Neigh Borhs A 廣瀬　敏 宮川　淳 荒木　樹 ★ 喜多　義昭

533 ビーケーＣＣ　① 岡部　翔 濱　直人 今川　徹哉 木原　翔太 企業対抗の部 馬場化学工業　株式会社

534 FLATBASE 橋本　邦彦 水野　建慶 木下　幸星 笠島　亮介

535 りんりんオジマーズ 西岡　誠司 米澤　直明 山内　雄司 道下　博之 フォーエバーヤングの部

536 ロードバイク愛好会 福島　与志弘 坂口　定雄 荒谷　泰治 土定　裕行 フォーエバーヤングの部

537 team MDK A 森井　貴寛 三村　友男 五十嵐　慎治 岡田　幹弘 東　聖志 企業対抗の部 前田コーセン



No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

538 team MDK B 森田　鉄平 中田　斉 織田　暁裕 南本　政司 川端　誠 企業対抗の部 前田コーセン

539 金沢脳神経外科化病院 江森　章 高橋　大輔 横山　桂祐 W（HC・ED） 坪野　浩之 山本　治郎 企業対抗の部 金沢脳神経外科化病院

540 しょーとらいだあす 小寺　儀忠 山崎　敏幸 石川　基 飯島　欧太郎 黒瀬　亮太

541 仲俺レーシング・Ｂ組 阿美　一也 坂口　和哉 川村　紘嗣 深谷　正浩 高橋　聖哉 企業対抗の部 （株）エー・エム・アイ

542 仲俺レーシング・Ｃ組 木戸　俊孝 新井　良次 田畠　久都 中島　敬士 高橋　準一 企業対抗の部 （株）エー・エム・アイ

543 V.I.C W（HC・ED） 細川　翔汰 宮本　波音 広瀬　瑠 広瀬　凛 加藤　将晃 ヤングライダーの部

544 北陸電力A 木戸　優太 池田　圭佑 平吹　拓也 長谷川　駿 W（HC・ED） 松田　誉史哉 企業対抗の部 北陸電力株式会社

545 夢遊輪 奥　知憲 山崎　芳文 稲津　三夫 受川　和光 坂井　光信

546 ローマン金沢 折戸　和司 浅井　博志 岡部　正興 山本　隆博 石井　洋志

◆4時間エンデューロ　男子・車種自由　チーム

No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

601 HCK W（HC・ED） 森谷　和宏 W（HC・ED） 闐々　直澄

602 チーム大雅～す 中川　尊雄 西岡　圭太

603 Hopper 本間　一弥 田上　裕之

604 MITUKI’ｓ W（HC・ED） 吉竹　充 W（HC・ED） 吉竹　瑞希

605 ＷＩＮＧＺＥＲＯ　Ａ 松尾　和明 尾崎　寛範 岩本　薫

606 GOLDWIN Bチーム 高島　直之 木下　比呂巳 武井　佑太 企業対抗の部 GOLDWIN

607 自転車部 寺尾　善弘 中村　剛 水野　慎也

608 JKCC-S ★ 村田　佳和 W（HC・ED） 林　純也 W（TT・ED） 荒木　弘行

609 スクーデリアG-FOX① 山西　外茂治 吉岡　良介 小山　明裕

610 スクーデリアG-FOX② 千葉　一茂 野村　誠

611 チームSHO 大河原　靖貴 瀬堂　泰斗 東方　一平

612 チャリダー一族 宮下　和久 中川　龍一 高畠　正成

613 Pai Thinai Pic 濵田　一夫 東　和彦 荒谷　紘介 ヤングライダーの部

614 フクダマサムネ W（HC・ED） 福田　理彦 畠　一郎 藤田　光太郎

615 MAXHAUNT2017 永瀬　誠人 片山　拓 兼松　修一

616 ENG Team G 伊藤　慎一郎 晶貴　孝之 江口　智史 波谷　典宣

617 加賀市役所CC.チームB 東出　康弘 田中　孝佳 治下 敏宏 中川　大雅 企業対抗の部 加賀市役所CC

618 加賀市役所CC.1986 前野　祐輝 堀　貴俊 大和　裕也 鳥野　耕司 企業対抗の部 加賀市役所CC

619 K.I.T.R(freshman) W（TT・ED） 服部　泰成 菱本　侑祐 松井　久 古越　賢 ヤングライダーの部

620 坂井サイクリングクラブ 佐藤　弘治 坪田　浩司 橋本　祥平 小林　知晃 企業対抗の部 坂井市役所

621 ｼｰﾄｽﾃｨｯｸｼｪｲｶｰｽﾞ 竹内　悟史 川崎　治 中嶋　努 山本　広司

622 G-FOX南 秋田　賢伸 田川　孝志 三田村　亮裕 W（HC・ED） 堀田　義光

623 JKCC-R W（TT・ED） 小出仙　憲康 岡村　実 ★ 川崎　博義 W（HC・ED） 原　敬一朗

624 TEAM BOILER 水上　実 宮城　佳史 矢野　弘基 池田　孝

625 チーム我武者羅 越野　和徳 吉田　克己 小杉　昌裕 山崎　裕之

626 トンデモクラブ チームシリコー 藤田　健太郎 W（HC・ED） 丸山　功記 宮田　学 瀬戸　雅和

627 橋川理事長を囲む会 島　大助 辻　大輔 三嶋　大輝 橋川　正一郎

628 番匠屋壮年会＋α 金戸　光幸 川　慎 嶋　書右衛 駒沢　平

629 福村委員長を励ます会 庄田　圭 岡田　洋介 上野　哲男 中谷　崇

630 Wajima 四柳　吉晴 國坂　良和 樋口　陽浩 澤村　耕平

631 ARK 寺西　一人 渋谷　克己 関　裕磨 呉藤　陽一 宮西　孝徳 企業対抗の部 (株)新木プラスチック工業所

632 加賀市役所CC.チームひよっこ 長谷川　英男 上出　亮 藤堂　英幸 竹田　健成 竹山　皓太 企業対抗の部 加賀市役所CC

633 自転車整備部 南川　俊治 田村　陽一 豊田　丈紫 笹木　哲也 笠原　竹博

634 Neigh Borhs RT B 河瀬　正史 内田　安彦 苗島　豊 石川　智規 吉森　敦



◆4時間エンデューロ　男女混成・ロード　チーム

No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

701 ASAMARU 木目古　和裕 八木　梨江

702 かんちゃん・さとちゃん 西内　一博 西内　聡子 フォーエバーヤングの部

703 てっちゃんむーちゃん 村田　久枝 村田　哲也 フォーエバーヤングの部

704 DU BON TEMPS 広見　武志 正満　美沙央

705 デュボンタンA 佐藤　敏幸 定政　千加子

706 PKのーんびりーず 増永　彰 伊木　百合子

707 bﾌｸｲ　チーム吉岡家 吉岡　真治 吉岡　麻里代

708 ももいろリボルバーZ 森川　裕太 木村　亜希子

709 リボルバーMAX 谷口　翔一 山岸　紅音

710 筋トレもっこり会 鬼頭　佳希 柳沢　佳子 朝里　茂和

711 小江戸Ｓｏｔｔｏ W（HC・ED） 工藤　英彦 W（HC・ED） 矢島　竜一 W（HC・ED） 栗原　春湖

712 スプートニクB 遠田　武史 外川　伸介 八幡　富美代

713 チームｇｇ 西田　芳 山本　正人 宮本　一美 フォーエバーヤングの部

714 チームみずほＡ 壁下　潤一 壁下　美保 山崎　貢

715 チームみずほB 津田　靖久 延命　拓也 角野　愛

716 ちんちん電車 西本　哲夫 西本　愉美子 広瀬　真也

717 デュポンタンＣ 吉畑　実尚 吉田　絵美子 池村　純子

718 ハナちゃんズ＆アキラ 近畑　静也 道上　明 近畑　由紀子

719 バルバクラブカナザワA 金谷　茜衣 岡崎　泰嗣 谷　茂樹

720 バルバクラブカナザワB 高野　礼美 金崎　圭悟 小林　由明

721 PK 仮装部 山田　智弘 吉泉　美穂 中川　みつる

722 森人Ａ 浦　尚史 浦　幸太朗 田近　沙央里

723 森人C 吉本　真悟 矢部　陽一 石木　真希

724 リボルバーHFM 平井　哲郎 奥村　美咲 藤井　剛史

725 Ｙ＆Ｓ 田邊　なほみ 田邊　裕基 田邊　龍太郎

726 いしかわ移動動物園 高西　訓 嶋本　涼 田屋　弘樹 福田　和歌子

727 ＫＡＧＡ銀輪倶楽部 西村　幸盛 高橋　正栄 中　久美子 木村　健吾

728 加賀トライアスロンクラブＢ W（HC・ED） 宮田　政佳 宮本　大補 橋本　真琴 W（HC・ED） 三味　美帆子

729 KKC riders 2 亀田　浩昭 加茂川　千枝 本野　葵 本　憲太郎 企業対抗の部 ㈱国土開発センター

730 チームM-2・C 坂井　祐介 松田　康平 松田　美紀子 大崎　良一

731 チームYN 山口　修司 長尾　慎太郎 長尾　彩加 山口　悠

732 De・Bande・Rola A 篠田　肇 山本　将勝 村本　一真 佐伯　なぎさ

733 富山弱ペダ婦人部 菅谷　有那 江尻　歩望 北村　さやか ヤングライダーの部、レディ・カガ賞 

734 プリンスロードがんばる！A 水上　幸雄 池島　奈緒美 西嶋　高志 三浦　雅俊

735 Love me tender !? C 原　広幸 大向　啓 松永　薫 松永　佳久

736 輪人 team B 小田　義和 島田　淳一 高橋　貴絵 北嶋　孝幸

737 AVEL北陸 鈴木　貴絵 杉本　昌寛 津田　政和 太田　尚宏 嶋　学

738 エムテックファミリー 田村　直也 高田　ちよ 大東　翔太 江尻　英子 近澤　正美

739 金澤麦酒倶楽部B 大智　英樹 寺内　健 福井　美佳栄 斉藤　翔一 虎尾　義勝

740 株式会社エムテック 山根　雄一郎 山根　あまね 山根　忠雄 江尻　哲也 竹田　秀樹 企業対抗の部 株式会社エムテック

741 サイクルチーム輪人 宮崎　学 上田　隆広 服部　誠 W（TT・ED） 平　泰徳 山口　博子

742 SHINJO'S　TEAM　BFF 岩本　郁夫 奥村　恵美子 梅野　茜 矢口　裕子 奥村　奈央

743 Neigh Borhs RT C 堀内　聡 荒木　勝也 鈴木　典之 山口　秀一 河瀬　まゆみ

744 プリンスロードびゅんびゅん 野原　勇太 長岡　賢介 川渕　稔弘 磯貝　宇 宮保　ひかり



◆4時間エンデューロ　男女混成・車種自由　チーム

No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

801 茶鈴茶輪 西口　雅行 西口　弥生 フォーエバーヤングの部

802 ＰＫトライアスロン部 坂東　千雅 佐々木　武治

803 IPU cycling light 大野　公雅 柏樹　美奈 池田　歩乃果 ヤングライダーの部

804 JKCC-W 又井　秀人 ★ 金井　良樹 大岩　忍

805 森人Ｂ 中川　雅人 山本　賢司 佐原　周子

806 SRL金沢4人でGO 浜辺　宏樹 若林　寿雄 前田　博美 片倉　綾子 企業対抗の部 エスアールエル

807 GOLDWIN Cチーム 高島　亜津子 藤　恵 前田　恵梨子 車　かおり 企業対抗の部 , レディ・カガ賞 GOLDWIN

808 ちーちゃんSSS 木下　千絵美 増田　稜穂 高島　千尋 W（HC・ED） 梯　正和 ヤングライダーの部

809 痛風タヌキ 谷本　好江 小原　由紀 松井　麻容子 山口　唯男

810 突風タヌキ 木村　友久 松井　智久 梅木　豊 西村　美智子

811 ﾄﾝﾃﾞﾓ白山+ﾖﾈﾁｬﾝ W（TT・ED） 木村　昇 杉本　憲郎 小杉　亮太 米島　彩奈

812 バルバクラブタカオカ 室崎　友紀 長井　由美子 棚田　正美 空　園美 レディ・カガ賞

813 PK funny funny 坂本　哲紀 渡邉　浩一 堀田　麻衣子 保田　浩輔

814 ビーケーＣＣ　② 三井　拓也 田村　卓也 口野　綾夏 越野　学 企業対抗の部 馬場化学工業　株式会社

815 ポン酢ロック 大西　浩之 坂田　香 伊原　紗代 小畑　篤史

816 45Rギンギラギン 二山　由紀子 木村　真理 山城　美弥 蔵谷　一樹

817 こーよー帰ってこーい！ 笠野　智 笠野　智有 笠野　夏来 林　聖菜 林　康弘

818 l'autista 友村　久紀 友村　真由美 坂田　隆蔵 大西　善紀 島田　拓也 企業対抗の部 北中会

◆4時間エンデューロ　ママチャリ

No. チーム名 トリプル Wエントリー メンバー（1） トリプル Wエントリー メンバー（2） トリプル Wエントリー メンバー（3） トリプル Wエントリー メンバー（4） トリプル Wエントリー メンバー（5） 特別賞への参加 企業名

901 武丹本舗（アール） W（TT・ED） 河合　俊治 向井　弘 山崎　宏一

902 運動Boom1 村田　祥健 飯山　直士 小林　政博 宮本　康弘

903 運動Boom2 大森　開 竹中　良介 本多　智 出村　健

904 Team YUMEYA 伊藤　大悟 辻　麻友子 池田　あゆみ 坂上　帆南美 企業対抗の部 夢コーポレーション㈱夢屋加賀店

905 北陸いち 水本　成美 淺野　邦代 小中　幸一 島木　善一

906 北陸に一 杉本　早紀 新庄　健司 那須　裕司 直江　一哉

907 北陸さん 部谷　和則 荻野　彰生 湯快　太郎 湯快　花子

908 運動Boom3 上田　英典 供田　尚靖 松本　拓也 山形　和弘 沖田　大喜

909 ダンキチ 姉崎　正治 遠藤　皆生 笠原　雄毅 寺西　芳宏 吉田　創


